


爽やかな風を受け、太陽の暖かさを実感する。
ほんのちょっとテラスでお茶を飲むだけで、

気持ちがスッとリラックスしていくのがわかります。
そんな都会のテラスにぴったりなのが、

コンパクトなアウトドアファニチャー、パティオ・プティ。
小さくてスペースを取らないだけでなく、
使い勝手に合わせて変化するのも特長です。
テーブルの下にチェアを収納できたり、
ベンチがテーブル付きになったり。

大勢の友達が来た時でもスマートにもてなすことができます。
ライフスタイルに合わせて自在に使える
とっておきのアウトドアファニチャーで、

テラスをもうひとつの部屋にしてみませんか？





006 007

チェアとテーブル、そして２段の棚がつ
いたカートのシリーズ。夕陽を眺めなが
らシャンパンを楽しんだり、グリーンの
世話をしたり。 テラスでの過ごし方は様々
ですが、未使用時はカートの棚をたたん
で、チェアとテーブルを収納できます。

バギー

BUGGY
E 022
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テラスだけでなく室内や、キャンプなど
のアウトドアにも持って行きたくなる、
迷彩柄のチェアとテーブル。女性の部屋
にも合いそうな上品なデザインで、イン
テリアのアクセントになりそう。

サファリ

SAFARI
E 025

オープンカフェのテラスにありそうなシンプル
なテーブル。友人が来た時などは、〈ピッコロ・
チェア〉と合わせて、カフェ気分を味わって。

テラスでゆっくりと過ごしたい。そんな人にぴっ
たり。上品なデザインのテーブル〈プチ トスカ〉
と〈トスカ・チェア〉は置く場所を選びません。

トラットリア

TRATTORIA

プチ トスカ

PETITE TOSCA

E 024

E 025
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ベージュ色がスタイリッシュ
な印象を与えるシリーズ。た
ためてコンパクトにも使える
テーブルには、傘が半分に
カットされ、壁や窓にぴった
りと付くパラソルをセットす
ることができます。

ムーン

MOON
E 022
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これもテラスの柵にセッティングできる
テーブル。同シリーズのチェアを置けば
ちょっとしたバーに早変わり。使わない
時はチェアも一緒にたたんで引っ掛けら
れるので、スペースの邪魔になりません。

バール

BAR
E 023

マンションのテラスの柵にセッティング
できるプランターケース。水はけが良く
なり、風通しにも一役買ってくれそう。
テラスをグリーンで満たしたい。

フェリーチェ

FELICE
E 025
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テーブルにもなり、ベンチにもなる。さらにはテーブルだけをたためばグ
リーンなどをハンギングできるパーティションにも。変化が楽しい〈ドゥ
カーレ〉は、使う時間や目的に合わせて自在に使いこなすことができます。

ドゥカーレ

DUCALE
E 024
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昼寝をしたり本を読んだり、リラックス
したい時に使いたいチェアは、３段階に
リクライニング、同シリーズにオットマ
ンもあり、パラソルの下でうとうとする
幸せを実現させてくれます。

プルマン

PULLMAN
E 023
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テラスでのガーデニングをさらに楽しめ
るアイテムがこちら。３つの棚の好きな
ところだけたためるので、真ん中の棚を
たたんで一番下に背の高いものを置いた
り、冬には全部たたんでテラスの隅に収
納しておくことも可能です。

フィレンツェ

FIRENZE
E 025
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ベンチの背もたれを倒して広げると、なんとテーブル付きのベンチに大変身。普段
はコンパクトに、友達とのバーベキューパーティなどではテーブルに広げて。シー
ンに合わせて使い分けてみては。お子様がいらっしゃるファミリーにもお薦めです。

ステップ

STEP
E 024

背の高いテーブルは、中心に灰皿がセッ
トできる作りに。スツールの〈ヴェローナ 
チェア〉と合わせることもできて、ちょっ
とした打合せなどに活躍しそうです。
SOHOや事務所のテラスなどにどうぞ。

タバッキ

TABACCHI
E 026
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PULLMAN CHAIR
プルマン・チェア（¥11,500）

リクライニングは３段階で調節可
能。W670×D800×H985mm（W 
670×D230×H1150mm ／収納
時） 材質：スチール、ポリエステ
ル（生地）耐荷重：80kg

PULLMAN OTTOMAN
プルマン・オットマン（¥5,500）

〈プルマン・チェア〉とセットでどう
ぞ。W560×D580×H370mm（W 
560×D170×H675mm ／収納時） 
材質：スチール、ポリエステル（生
地） 耐荷重：40kg

PULLMAN PARASOL TABLE
プルマン・パラソルテーブル（¥16,500）

半円でも円形パラソルでも対応で
きるよう中央と端に差し穴を設
置。W500×D500×H470mm 材
質：スチール、ポリエチレン（ア
ジャスター）耐荷重60kg

たたんだ状態のテーブルにチェア２脚を引っ掛けて収納
することができます。コンパクトなテラスにぴったり。

半円形の場合は端の穴に、円形の場
合は真ん中の穴にパラソルを固定。
２WAY で使うことができます。

適用支柱径φ25、32、38mm

BAR CHAIR
バール・チェア（¥6,000）

W435×D540×H780×SH640mm（W435×D220
×H900mm ／収納時） 材質：スチール、ポリエステ
ル UV コーティング（座面）耐荷重：80kg

BAR TABLE
バール・テーブル（￥21,000）

W1060×D670×H650～660mm（W1060×D110～
175×H750mm／収納時） 材質：スチール、アルミニウ
ム（天板）、ナイロン（アジャスター）　耐荷重：40kg

アッシュグリーンアッシュブラウン サンドベージュ

BUGGY CHAIR
バギー・チェア（¥4,750）

W440×D500×H830×SH435 
mm（W440×D100×H930 mm
／収納時）材質：スチール、ポリ
エステル UV コーティング（座面） 
耐荷重：80kg

MOON CHAIR
ムーン・チェア（￥9,900）

W 460×D 600×H 820×SH 
445mm（W460×D140×H10 
10mm ／収納時） 材質：スチール、
アルミニウム（座面・背板） 耐荷
重：80kg

BUGGY TABLE
バギー・テーブル（￥7,300）

天板は水はけのいいパンチング
メタルになっています。W460×
D460×H585mm（W460×D60
×H740mm ／収納時）材質：ス
チール　耐荷重：40kg

MOON TABLE
ムーン・テーブル（￥27,000）

半円部分が折りたたみ可能。W10 
15×D770×H720mm（W1015×
D310×H720mm ／収納時）パラ
ソル穴径φ38 材質：スチール、ア
ルミニウム（天板）耐荷重：40kg

BUGGY CART
バギー・カート（￥8,600）

W400×D450×H935mm（W46 
0×D450×H1015mm ／チェア、
テーブル収納時） 材質：スチール、
ポリウレタン＋鉄（キャスター）
耐荷重：15kg

MOON PARASOL
ムーン・パラソル（￥6,500）

半円なので壁にぴったりくっつ
けられます。φ2200×D990×
H2150mm（W140×W140×H 
1150mm ／収納時） 材質：スチー
ル、ポリエステル（生地）

テーブルをたたみ、脚の間の空間にムー
ン・チェア２脚が収納できます。

テーブルとチェア２脚をカートに収納。
３色展開で写真はアッシュブラウン。



024 025

UNO
ウーノ（¥4,600／1脚）

軽量なスツールは、６脚までスタッキング可能。アッ
シュブラウンとサンドベージュの２色展開。W400×
D400×H430mm 材質：スチール　耐荷重：80kg

TRATTORIA TABLE
トラットリア・テーブル（¥8,500）

スタンダードな形が使いやすいテーブル。３色展開の
ホワイト。W600×D600×H700mm（W600×D50×
H915mm ／収納時） 材質：スチール　耐荷重：40kg

STEP
ステップ（¥34,000）

DUCALE
ドゥカーレ（¥32,000）

ベンチからテーブル付きチェアに。W1800×D620×
H830mm、天板 H705mm（W1010×D550×H830×
SH430mm ／ベンチ時） 材質：スチール、アルミニウ
ム（天板）　耐荷重：80kg（チェア）、60kg（テーブル）

２人掛けのベンチからテーブル付きベンチへ早変わり。テラスでの食事も楽しめそう
です。W1015×D1280×H750mm（W1015×D550×H855×SH450mm ／ベンチ時） 
材質：スチール、アルミニウム（天板）　耐荷重：80kg（チェア）、60kg（テーブル）

アッシュブラウン

サンドベージュ

ホワイト

アッシュブラウン

グリーン

SAFARI CHAIR
サファリ・チェア（¥6,000）

W450×D600×H845×SH445mm（W450×D110
×H1020mm ／収納時）材質：スチール、ポリエス
テル UV コーティング（座面）耐荷重：80kg

PETITE TOSCA
プチ・トスカ（¥7,000）

透明感のある天板で軽やかな印象。W610×D610×
H710mm（W610×D65×H960mm ／収納時） 材質：
スチール、強化ガラス（天板）耐荷重：40kg

FIRENZE
フィレンツェ（¥12,000）

棚板３段が変化するので、ディスプレイは自由自在。W785×
D900×H940mm（W785×D60×H1050mm ／収納時） 棚板サ
イズW680×D230mm 材質：スチール　耐荷重：20kg（棚板1枚）

SAFARI TABLE
サファリ・テーブル（¥5,000）

透明の天板で迷彩柄が浮き立ちます。W460×D460
×H585mm （W460×D60×H740mm ／収納時）材
質：スチール、強化ガラス（天板）　耐荷重：40kg

FALICE
フェリーチェ（¥9,500）

テラスの柵に掛けられるプランターケース。W540×
D250×H150mm（W450×D210×H150 mm ／内寸
法） 材質：スチール　耐荷重：20kg

棚板がそれぞれたためるので背の高いプラン
ターなど手持ちのものを自在にセットできます。

ジョイントできる柵の幅は 30～95 
mm まで対応。ネジで留めるだけ。
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PICCOLO CHAIR
ピッコロ・チェア（¥3,300）

全４色展開。折りたたんでも自立します。W440×D5 
55×H870×SH435mm（W440×D110×H620mm
／収納時） 材質：スチール 耐荷重：80kg

PIAZZA CHAIR
ピアッツァ・チェア（¥4,000）

影も美しい花モチーフのパンチングメタル。W450
×D550×H795×SH435mm（W450×D160×H 
640mm ／収納時） 材質：スチール 耐荷重：80kg

PIAZZA TABLE
ピアッツァ・テーブル（¥3,200）

花モチーフの丸テーブルが、テラスに優しい印象を
与えてくれます。φ460×H485mm（φ460×D75×
H680mm ／収納時） 材質：スチール　耐荷重：40kg 

PICCOLO TABLE
ピッコロ・テーブル（¥3,200）

カフェ気分が味わえるスタンダードな形。４色展開。
W405×D 405×H 460mm（W405×D 105×H 6 
10mm ／収納時） 材質：スチール　耐荷重：50kg

アッシュブラウン アッシュブラウン

ピンク ピンク

ホワイト

グリーン

アッシュブラウン アッシュブラウン

ブラック ブラック

ホワイト

グリーン

BISTECCA CHAIR
ビステッカ・チェア（¥3,800）

折りたたんでも自立し、テーブルの下にも収納可能。
W440×D555×H870×SH430mm(W440×D110×
H620mm ／収納時) 材質：スチール 耐荷重：80kg

BISTECCA TABLE
ビステッカ・テーブル（¥14,000）

サイドのバスケットには、炭を入れて BBQ などに活用
できます。W760×D865×H765mm（W760×D250
×H765mm ／収納時） 材質：スチール 耐荷重：70kg

バスケットは取り外し可能な網付き。
プランターとしても使用できます。

TABACCHI
タバッキ（¥19,500）

FIORE TABLE
フィオーレ・テーブル（¥10,400）

天板のタイルを開けると灰皿に。立った
ままテーブルを囲むことができるので、
オフィスでの打ち合わせ用などに最適。
W700×D700×H1030mm 材質：スチー
ル、タイル　耐荷重：40kg

普段はたたんでプランターに、作業する時は伸ばして。
W600×D750×H855mm（W600×D250×H855mm
／収納時） 材質：スチール 耐荷重：70kg

テーブルの下に
チェア２脚がすっ
ぽり収まります。

テーブルの下に同
シリーズのチェア
２脚を収納可能。

テーブル中心にあるタイル１枚をはずすと灰皿に。未使用時は
フラットに使えるので、タバコを吸わないシーンでも活躍。

VERONA CHAIR
ヴェローナ・チェア（¥7,900）

ハイスツールは、作業するにもくつろぐにも便利なア
イテム。W400×D505×H715mm×SH645mm 材質：
アルミニウム　耐荷重：80kg

VERONA TABLE
ヴェローナ・テーブル（¥17,000）

天板が伸縮するカウンターテーブルです。W1485×
D460×H975mm　（W1020×D460×H975mm ／ 収
納時）材質：アルミニウム　耐荷重：70kg

FIOLE CHAIR
フィオーレ・チェア（¥3,600）

花のような編み目の意匠が、テラスを華やかに彩りま
す。W440×D510×H825×SH435mm（W440×D70
×H620mm ／収納時） 材質：スチール 耐荷重：80kg
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PISA
ピサ（¥14 , 900）

壁などに立て掛けて設置するアウトドアシェルフ。
W750×D580×H1350mm（W685×D200mm ／ 棚
板サイズ）材質：スチール　耐荷重：40 kg（棚板１枚）

RIALTO
リアルト（¥14 , 000）

変幻自在のベンチ。W1810×D545×H800mm 天板 H 
710mm  （W965×D545×H800mm／ベンチ時）材質：ス
チール、合成木材　耐荷重：80 kg（チェア）、60 kg（テーブル）

MARINA
マリーナ（¥13 , 900）

DAVINCI
ダヴィンチ（¥14 , 900）

ビーチサイドが似合いそうな３人掛けベンチ。中央の座
面が可動し、持ち上げるとサイドテーブルに。W1440
×D670×H870mm 材質：スチール　耐荷重：80 kg

クラシックな曲線がテラスに上質な印象をもたらし
ます。ロッキングチェアの進化版。W680×D830×
H965mm　材質：スチール　耐荷重：80 kg

TRE
トレ（¥13 , 900）

自立ができるシェルフでテラスをホビースペースに。
W715×D285×H1645mm（W685×D200mm ／ 棚
板サイズ）材質：スチール　耐荷重：40 kg（棚板１枚）

中央の座面が可動し、
サイドテーブルに。飲
み物を置く時に便利。

一番下の棚は
フタ付きの収納
ボックスに。ツー
ル入れに活躍。

こちらも一番下
の棚はフタ付き
の収納ボックス
に。自由に活用。

TOSCA PARASOL BASE トスカ・パラソルベース（¥5 , 000）

TOSCA PARASOL
トスカ・パラソル（¥14 , 900）

パラソルはハンドルを回すだけでラ
クに開閉。ブルートゥース搭載なの
で、音楽も楽しめます。φ2500×
H2310mm 材質：ポリエステル UV
コーティング（パラソル生地） 〈トスカ・パラソル〉と合わせてご使用ください。φ460mm

TOSCA CHAIR
トスカ・チェア（¥3 , 500）

GALLERIA CHAIR
ガレリア・チェア（¥3 , 900）

布素材が心地いい。W480×D610×H890×SH435mm
（W480×D110×H875mm／収納時）材質：スチール、
ポリエステル UV コーティング（座面）　耐荷重：80 kg

くつろぎたい時に。W550×D640×H900×SH440 cm
（W550×D70×H840mm／収納時）材質：スチール、
ポリエステル UV コーディング（座面）　耐荷重：80 kg

TOSCA TABLE
トスカ・テーブル（¥8 , 300）

GALLERIA TABLE
ガレリア・テーブル（¥5 , 300）

ガラスの天板がクールな印象を与えます。W610×D 
610×H610mm（W610×D105×H860mm／収納時）
材質：スチール、強化ガラス　耐荷重：40 kg

自宅でリゾート気分を味わえるシリーズです。φ888
×H710mm（W888×D70×H1050mm／収納時）材
質：スチール、強化ガラス　耐荷重：50 kg
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W

900

900

900

D

50

50

50

H

900

1200

1500

PRICE

¥12,960

¥15 ,120

¥17, 280

PATIO PETITE PANEL
パティオ・プティ パネル

PATIO TURF
パティオ ターフ

LONG MIDDLE SHORT

PATIO PETITE DECK
パティオ・プティ デッキ

PATIO PETITE FENCE
パティオ・プティ フェンス

な上、丸ノコなどの木工用工
具で自由にカットできます。
¥10,230／11枚（１㎡） W300
×D300×H40mm（１枚）

置くだけのウッドデッキで、テラスの雰囲気を一新。メンテナンス
もラクなのが嬉しい。木粉と再生プラスチック素材をミックスした
エコなデッキパネルは３タイプ、４色で展開。メンテナンスは、２
～３か月ごとにブラシ掛けをするだけで OK。置くだけで設置可能

１年中、青々とした芝生が楽しめる人
工芝のシリーズ。別売りの専用テープ
または専用糊で貼るだけなので簡単。
素材はロング（パイル長40mm）とミ
ドル（パイル長25mm）がポリプロピ
レン＋ポリエチレン、ショート（パイ
ル長10mm）がポリプロピレン。

素足で歩いても気持ちがいいデッキ。ビスを用いない簡易的なはめ
込み工法に対応し、自分でカットや加工もできるので、テラスの形
状に合わせて簡単に施工ができます。素材は木粉と再生プラスチッ
ク。テラスや外壁の雰囲気にぴったり合わせられる、ブラウン、サ
ンディ、グレー、ダークグレーの４色で展開しています。¥3,600
／１本 W145×D25×L2000mm（１本）

木の素材感が楽しめ、軽量で耐久性も
十分なフェンス。テラスの雰囲気に合
わせて、カラーリング＆サイズは３種
類から選択可能。プランターを吊るし
たり、目隠しにしたりなど、テラスに
部屋を作る感覚で組み合わせられま
す。素材は木粉とポリスチレン。ブラ
ウン、サンディ、ダークグレーの３色。

・1.80×5m ¥72,000（ロール）
・1.82×3m ¥25,000（ロール）
・1.82×6m ¥47,000（ロール）
・オーダー対応 ¥4,600～（㎡）

・1.82×3m ¥9,800（ロール）
・1.82×6m ¥18,500（ロール）
・オーダー対応 ¥2,000～（㎡）

ブラウン

ブラウン

サンディ

サンディ

ブラウン

青々とした色で、
芝が深いタイプ。

天然芝のような
リアルな質感。

リーズナブルで
使いやすい。

グレー

グレー

サンディ

ダークグレー

ダークグレー

ダークグレー

I TYPE
ICHIMATSU

E TYPE
ICHIMATSU

E TYPE
STANDARD

別売の専用テープ、専用のりのご用意もあります。
お問い合わせください。

・

KODOMO-NO
SHIRO

・
AO

AOYAMA
GAKUIN 
DAIGAKU

K
otto-D

ori

O
m

otesa
n

d
o

Aoyama-Dori

・

・

・
SPIRAL

MUJI

MIZUHO BANK

Shibuya

H
a

ra
ju

ku
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東京の青山・表参道にある『クラブエスタ ショールーム』では、パ
ティオ・プティのすべてのラインアップを実際に目で見て、触ること
ができます。座り心地やサイズ感など、ぜひ確かめてみてください。

SHOW ROOM

東京都港区南青山5・12・27
営業時間10:00～20:00（定休日火）
0120・560・521 http://patiopetite.jp/

価格は全て税込みです（2014年4月現在）
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